
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
工作物減価償却累計額 未払金
船舶 未払費用
船舶減価償却累計額 前受金
浮標等 前受収益
浮標等減価償却累計額 賞与等引当金
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金

繰延資産

【様式第１号】

期首全体貸借対照表
(令和02年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

31,478,852,148 -
13,117,966,945 -

358,907,400 -

90,707,334,967 38,741,733,313
84,871,303,163 29,332,593,493

△ 50,780,595 119,380,626
- -
- -

34,522,829,854 9,409,139,820
△ 19,578,086,270 3,321,625,319

336,825,400 2,936,877,937

- 4,975,960
- 負債合計 42,063,358,632
-

- -
- 201,546,748
- 58,844,048

2,273,726,622
△ 572,305,320
81,254,655,075

2,771,189,414 96,052,767,757
50,470,057,376 △ 37,991,188,158
6,805,320,332 -

355,042,250
6,732,687,194

△ 3,810,293,555

△ 39,646,381,583
-
-

5,327,294,695
59,175,985
2,350,000

508,737,109
-

508,737,109

4,888,302,094
-

4,888,302,094
-

56,825,985
-
-

384,321,448
24,404,083

7,741,893
5,337,690,897
4,351,300,208

△ 28,908,915
9,417,603,264
3,770,469,369

316,730,709

- 純資産合計 58,061,579,599

資産合計 100,124,938,231 負債及び純資産合計 100,124,938,231

986,390,689
-
-

△ 15,029,604



（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
工作物減価償却累計額 未払金
船舶 未払費用
船舶減価償却累計額 前受金
浮標等 前受収益
浮標等減価償却累計額 賞与等引当金
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金

繰延資産

【様式第１号】

全体貸借対照表
(令和03年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

36,015,427,532 -
13,499,343,442 -

358,907,400 -

92,612,886,468 39,858,237,165
87,372,505,426 30,695,419,109

△ 69,275,475 68,569,338
- -
- -

42,278,874,972 9,162,818,056
△ 20,474,876,167 3,378,427,887

422,453,360 3,069,840,018

- 2,105,713
- 負債合計 43,236,665,052
-

- -
- 195,691,499
- 42,221,319

1,688,317,841
△ 583,335,147
82,044,509,820

- 97,318,170,919
49,229,706,429 △ 38,409,267,668
6,901,738,860 -

540,438,420
5,411,473,647

△ 3,284,102,182

△ 41,361,963,365
-
-

4,726,034,079
59,118,479
2,350,000

514,346,963
322,190

514,024,773

4,288,000,527
-

4,288,000,527
-

56,768,479
-
-

387,081,696
24,008,182

660,173
4,704,624,278
3,717,759,672

△ 32,174,805
9,532,681,835
4,533,320,473

308,536,035

- 純資産合計 58,908,903,251

資産合計 102,145,568,303 負債及び純資産合計 102,145,568,303

986,864,606
-
-

△ 14,459,124



（単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

【様式第２号】

全体行政コスト計算書
自  令和02年4月1日
至  令和03年3月31日

科目 金額

-

41,386,569,239

11,573,070,367

3,343,135,272

2,669,199,607

195,691,499

-

478,244,166

7,471,690,330

4,376,417,730

94,219,801

3,001,052,799

39,167,740,689

758,244,765

257,202,112

42,665,163

458,377,490

29,813,498,872

24,399,201,024

4,870,753,854

543,543,994

2,218,828,550

1,744,360,329

474,468,221

25,977,460

385,953,433

40,048,640,757

1,292,830,961

-

1,305,322

-

1,291,525,639

411,930,893

-



（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 96,052,767,757 △ 37,991,188,158 -

純行政コスト（△） △ 40,048,640,757

財源 40,491,502,897 -

税収等 17,444,289,507

国県等補助金 23,047,213,390

本年度差額 442,862,140 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,766,035,060 △ 1,766,035,060

有形固定資産等の増加 5,547,481,974 △ 5,547,481,974

有形固定資産等の減少 △ 3,020,354,465 3,020,354,465

貸付金・基金等の増加 987,648,863 △ 987,648,863

貸付金・基金等の減少 △ 1,748,741,312 1,748,741,312

資産評価差額 -

無償所管換等 330,185,203

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 830,817,101 905,093,410

本年度純資産変動額 1,265,403,162 △ 418,079,510 -

本年度末純資産残高 97,318,170,919 △ 38,409,267,668 -

【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自  令和02年4月1日

至  令和03年3月31日

科目 合計

-

58,061,579,599

△ 40,048,640,757

40,491,502,897

17,444,289,507

23,047,213,390

442,862,140

330,185,203

-

-

74,276,309

847,323,652

58,908,903,251



（単位：円）

【業務活動収支】

業務支出
業務費用支出

人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

257,202,112

【様式第４号】

全体資金収支計算書
自  令和02年4月1日

至  令和03年3月31日

科目 金額

38,904,057,376
9,090,558,504
3,243,500,717
4,679,055,683

-

910,799,992
29,813,498,872
24,399,201,024
4,870,753,854

543,543,994
40,649,742,908
17,400,588,203
21,006,839,312
1,731,236,127

511,079,266
344,010

1,697,775,067

344,010
690,586,023

2,435,927,545

6,560,269,393
5,958,496,961

462,976,393
-
-

138,796,039
3,412,885,371

-

1,590,816,579
7,030,621

25,965,205
91,297,899

△ 3,147,384,022

2,946,053,263
2,941,077,303

4,975,960
4,436,865,000
4,436,865,000

本年度資金収支額 779,355,260
前年度末資金残高 3,712,147,826
本年度末資金残高 4,491,503,086

58,321,543
△ 16,504,156

41,817,387
4,533,320,473

1,490,811,737
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